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ラトビア大学における 
小学校の国語の教科書を用いた読解授業の試み 

	 

大橋	 	 幸博（ラトビア大学）	 

	 

1. はじめに 
ラトビア大学におけるラトビア人日本語学習者にはいくつかの特徴がある。まず、

日本語を話す時にイントネーション・トーン・ポーズをあまり気にしない傾向があ

り、また国民性なのか、感情を表情や身振りで伝えることもあまりしないので、日

本人が誤った理解をしてしまうことがある。次に、3 年生になり中級になると、漢

字や語彙が難しくなるので、読解に苦手意識を持つようになる学生も少なくない。

最後に、アニメや漫画が好きな学生が多く、男性語・女性語・お年寄りや子供の言

葉遣いに興味がある学生も多い。そこで今回、2019 年の秋学期に、小学校の国語の

教科書を用いて、これらの問題点を解決でき、且つ学生のニーズに応えられる読解

授業を行った。本稿では、まず本研究に至った経緯と、小学校の国語の教科書を使

用する目的について説明する。そして、次に全体の概要と読解クラスの内容を示す。

その後、アンケート結果とフィードバックをみていく。最後に、日本語教育の現場

における、小学校の国語の教科書の可能性や使用する際の注意点に関して言及する。	 

	 

2. 経緯と目的 
2019 年の秋学期、3年生の日本文学を担当している教授がサバティカルでいない

ため、急遽、その日本文学のクラスの担当になり、そこで読解の授業をすることに

なった。担当教授からは、日本語で読解の授業をしてほしいとだけ依頼があり、内

容は筆者に任せられた。そこで、筆者は小学校の国語の教科書を用いた読解授業を

行うことにした。小学校の国語の教科書を用いる目的は下記の 3つである。	 

① 朗読を取り入れることで、学生に登場人物の気持ちや場面を考えてもらい、

今まであまり意識してこなかったイントネーション・トーン・ポーズを考

え発話してもらうこと。	 

② 様々な男性語・女性語・お年寄りや子供の言葉遣い・オノマトペを理解し

てもらうこと。	 

③ 中級以降、読解に苦手意識を持つようになった学生に、もういちど日本語
で読むということを楽しんでもらい、また自身が作成する絵本作りのヒン

トにしてもらうこと。	 
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3. 全体の概要 
2019 年の秋学期（9月～1 月）に週 1コマ（90 分）、計 16 コマ（読解授業 15 コマ、

プレゼンテーション 1 コマ）で行い、学期末に作成した絵本を提出してもらい、そ

の後アンケート調査を実施した。対象者はラトビア大学アジア研究学科日本コース

で、日本語を勉強する大学 3年生の計 13 名（ラトビア人 7名、ロシア人 3名、ポー

ランド人留学生 3 名）である。留学生以外は、『げんき』・『中級へ行こう』が終わり、

『上級へのとびら』に入ったばかりで、読めて意味が理解できる漢字が 500 字ほど

である。小学校の国語の教科書は東京書籍株式会社が出版している『新編	 新しい

国語（あたらしいこくご）：平成 26 年度 3 月 5 日文部科学省検定済み』を使用し、

①朗読がしやすいかどうか	 	 ②哲学的なテーマがあり面白いかどうか、③漢字数が

適しているかどうか、という観点から下記の 11 作品を選び使用した。	 

	 

l 1 年生（漢字	 	 80 字）	 	 花さかじいさん	 

l 2 年生（漢字 240 字）	 	 スイミー・ニャーゴ	 

ないた赤おに	 

l 3 年生（漢字 460 字）	 	 モチモチの木	 

はりねずみと金貨	 

山の図書館	 

ゆうすげ村の小さな旅館	 

手ぶくろを買いに	 

l 5 年生（漢字 845 字）	 	 だいじょうぶだいじょうぶ	 

l 6 年生（漢字 1006 字）	 	 サボテンの花	 

	 

	 次に学期末の評価だが、絵本作成（60%）、絵本の要約（英語で A4 サイズ１枚）

（10%）、好きな日本の小説家もしく今回読んだ読み物の作者に関してのプレゼン

テーション（30%）とした。	 

	 

4. 読解クラス 
基本的には 1 コマ（90 分）で 1 作品を読んだが、『はりねずみと金貨』と『手ぶ

くろを買いに』はそれぞれ 2 コマ、『モチモチの木』は 3 コマ使用した。そして、作

品によっては教師が作成した語彙リストを配布した。読解クラス 1 コマの流れは下

記のとおりである。	 

	 

	 



 8 

1) 導入	 
2) 各自読む（物語の全体の半分）	 

3) プロセス・リーディング	 
4) 全体で内容確認（語彙・性別や年代別の言葉・オノマトペ・文法・登場人
物の気持ち・場面）	 

5) 各自読む（残り半分）	 
6) プロセス・リーディング	 
7) 全体で内容確認	 	 

8) 朗読	 
9) 終わり	 	 

	 

	 上記のプロセス・リーディングとは、ピア・リーディングの 1 つで、メンバーが

同じテキストを読んで、そこから各自の読みの違いを検討する方法であり、さらに

プロセス・リーディングには①一緒に一文ずつ確認していく方法（一文）と、②対

話し理解内容を共有し各自の理解の吟味や進化を目指す方法（大意把握）がある

（池田・舘岡 2007）。今回『花さかじいさん』・『ニャーゴ』・『だいじょうぶだい

じょうぶ』・『はりねずみと金貨』・『手ぶくろを買いに』の 5 作品は朗読を目的とし

たので、大意把握のプロセス・リーディングを行った。この 5 作品以外は、一文ず

つ確認するプロセス・リーディングを行った。また、朗読の方法としては、まず教

師が朗読の一例を見せ、次に朗読を行うページを指示し、各自が朗読したい所に線

を引き、どのように朗読するか考え、練習した。その後、グループ内で発表し、そ

れから各自が全体に向け発表した。また最後に、宿題として、次週に読む作品の予

習（語彙・漢字）、今日読んだ作品に関しての作文を課した。	 

	 

5. アンケート結果 
ここでは、学期末に行ったアンケート調査の結果を示す。アンケートは英語で書

かれていたが、本稿では日本語に訳したものを記載する。アンケートの質問は次の

5つである。また紙面の都合上、ここでは特に気になった回答のみを示す。	 

	 

1) 満足度（0：満足度が低い～10：満足度が高い）は 10 段階の中でいくつですか。	 	 
	 満 10（4 名：ポーランド人 2名・ロシア人 2名）満 9（2 名：ポーランド人 1名・

ロシア人 1名）	 

満 8（5名：ラトビア人 5名）満 5（2名：ラトビア人 2名）	 
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2) 普段の教科書の読解と小学校の国語の読み物と何が違いましたか。	 
・	 男性語・女性語・お年寄りや子供の話し方がたくさんあった（ぞ・かしら・

じゃ・おかあちゃん）。	 

・	 昔の言葉（せっちん）が使われていた。	 

・	 オノマトペがよく使われていた。オノマトペは辞書で調べてもでてこなかった。	 

・	 誰が（語り手 or 登場人物）、どの文を言っているのか分からなかった（主語の

省略）。	 

	 

3) 場面や登場人物の気持ちを想像したり、作者が読者に伝えようとしているメッ
セージを考えるのはどうでしたか。	 

・	 普段の教科書の読解では常に答えがあるので、想像しながら読み、議論するのは

楽しかった。	 

・	 作者のメッセージを考えたことは、自分が絵本を作る際に役に立った。	 

・	 想像や考えるのは好きじゃなかった。文法や語彙などもっと細かく確認し、読み

進めてほしかった。また、大学生なのに、子供の本を読むのには違和感があった。

（満足度 5のラトビア人の学生）	 

	 

4) 朗読はどうでしたか。	 
・	 同じ言葉でも、声のトーンやイントネーションで、相手に伝わる意味が変わるこ

とを改めて感じた。これから日本語を話す時に、少し気をつけようと思う。	 

・	 母語や英語で、声のトーンやイントネーションで、伝わる意味が変わるのは実感

しているが、日本語では、まだあまり分からない。	 

	 

5) 絵本作成はどうでしたか。	 
・	 本の作成は今までしたことがなかったので、面白かった。達成感や満足感があっ

た。	 

	 

6. フィードバック 
下記の評価基準をもとに学生が作成した絵本を評価し、メールで学生にフィード

バックを行った。また、教師のフィードバックに対する返答（感想を述べる・具体

的な改善点を求める）があったのは 3 名のみであった。紙面の都合上、ここでは	 そ

の中の 1名のみ（学生 A）を取り上げる。	 	 
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＜評価＞	 

・	 絵本作成（日本語）60	 %：締め切りまでに提出（20	 %）＋完成度（40	 %：10	 %×

4）	 

・	 文法や語彙の正確さ（10	 %）	 

・	 男性語・女性語、お年寄りや子供の言葉・オノマトペを使用しているかどうか

（10	 %）	 

・	 本の見た目（色・絵・丁寧さ・オリジナリティー）（10	 %）	 

・	 読み手に伝えたいメッセージが明確に表れているかどうか（10	 %）	 	 

	 

図 1：	 学生 Aの作品	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 図 2：	 学生たちの作品（一部）	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

＜学生 Aへの主なフィードバック＞	 

・	 文法や語彙の正確さ	 （8	 %）	 

「スイカちゃん、見に来て！」と聞いた	 →	 「スイカちゃん、見に来て！」

と言った	 

・	 男性語・女性語・お年寄りや子供の言葉・オノマトペ使用（10	 %）	 

「すげえ」→	 「すごい」*話し手は女の子なので「すごい」に変えたほうが

いい。	 

「わしは竜だ。お名前は？」→	 「わしは竜だ。名前は？」*丁寧さのバラン

ス	 

「おいら～。両親は～のよ」→「おいら～。両親は～んだよ」*話し手は男

で、「のよ」は女性が使う言葉なので、「んだよ」に変えたほうがいい。	 

・	 本の見た目（色・絵・丁寧さ・オリジナリティー）（10	 %）	 

絵が平面的だけではなく立体的で良かった。また、ユーモアがあり面白かっ

た。	 

・	 読み手に伝えたいメッセージが明確に表れているかどうか（10	 %）	 

メッセージ「優しい心を持つことが大切」がはっきりと分かりました。	 
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＜学生 Aのフィードバックに対する返答＞	 

・	 男性語・女性語・お年寄りや子供の言葉の一覧表は、どこで手に入りますか。	 

・	 主人公の少女が男みたいに強い性格だったら、「心配しないで！」ではなく、「心

配するな！」と言ってもいいですか。	 

・	 卒業後は仕事をしながら、日本語で絵本を作り、発信していきたいです。	 

	 

7. まとめ 
今回初めて、小学校の国語の教科書を用いた読解授業を行ったが、今後につなが

る結果となった。まず、朗読をすることで学生は普段あまり気にしないイントネー

ション・トーン・ポーズなどを意識するようになった。次に、性別や年代別の言

葉・オノマトペなど、初級や中級の読解教材からはあまり学べないものが効果的に

学べた。最後に、日本語で本を読んだり作ったりする楽しさを感じてくれた学生も

多くいた。しかし一方で、小学校の国語の教科書は小さい子供向けの絵なので、大

学生の学生相手には、事前に使用目的を明確に説明する必要があった。また、小学

校の国語の教科書を一般の読解クラスで用いるには、もう少し調節や準備が必要で

ある。日本語教育の現場における小学校の国語の教科書の今後の可能性としては、

まずは多読教材として、初中級もしくは中級以降に使ってみることが考えられる。

今後も引き続き調査を進めていきたい。	 

	 

＜参考文献＞ 
池田玲子・舘岡洋子（2007）『ピア・ラーニング入門―創造的な学びのデザインのために』

ひつじ書房.	 

高橋俊三（1995）『群読の授業	 』明治図書.	 

舘岡洋子（2005）『ひとりで読むことからピア・リー	 ディングへ―日本語学習者の読解過程

と対話的協働学習』東海大学出版会．	 

東京書籍株式会社	 平成 26 年度	 新編	 あたらしいこくご一上	 	 

東京書籍株式会社	 平成 26 年度	 新編	 あたらしいこくご一下	 

東京書籍株式会社	 平成 26 年度	 新編	 新しい国語	 二上	 	 

東京書籍株式会社	 平成 26 年度	 新編	 新しい国語	 二下	 	 

東京書籍株式会社	 平成 26 年度	 新編	 新しい国語	 三上	 	 

東京書籍株式会社	 平成 26 年度	 新編	 新しい国語	 三下	 	 

東京書籍株式会社	 平成 26 年度	 新編	 新しい国語	 四上	 	 

東京書籍株式会社	 平成 26 年度	 新編	 新しい国語	 四下	 	 

東京書籍株式会社	 平成 26 年度	 新編	 新しい国語	 五	 	 

東京書籍株式会社	 平成 26 年度	 新編	 新しい国語	 六	 
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中学校と高校の読解と作文の教授法について 
	 

サンクト・ペテルブルグ市立 583 番校	 

ジュラー・ナデージュダ	 

	 

	 日本語を第二外国語として教えている学校の教師として、自分の経験を皆様と共

有したい。筆者は日本語を習っているロシアの高校生がよくする間違いによる問題

と解決方法について述べたいと思う。	 

	 	 

1. ロシア人の学生に対して、初級日本語の読書の問題と解決 
学生の問題	 解決方法	 

L 文章は難しそうなため、読みたいと
いうモチベーションがなくなる。	 

J	 読むのが簡単で、教科書だけではな

く、レアリアを探す。	 

L 漢字が読む邪魔をする。楽しくない
と感じてしまう。	 

J	 全部の漢字にフリガナを付けて、読

んだ後で一番役に立つ漢字を教えた

り、と単語テストを行ったりする。	 

L 単語の間には、スペースや大文字が
ないため、どこからどこまで読むか

分からない。	 

J	 	 教師はテキストの単語の間にス

ペースを入れて、わかりやすい文章に

書き換える。	 

L 区切りがあっても、助けにならな
い。	 

J	 工夫して、簡単に楽しく教えられる

方法を探す。	 

L 国語（ロシア語）に全然似ていな
い。	 

	 

2. 初級日本語を教えるために 
	 楽しく日本語を教えるために役に立つインターネットサイトをここで紹介したい。	 

 
1) Easy News NHK 
	 句の間にスペースもあり、毎日の新しいニュースもあり、簡単な読書もできる。

ビデオも見られるし、学生がやる気なら、さらに複雑な記事を読ませることもでき

る。	 

	 このサイトを使用した学生の中には、「知らない単語がたくさんあっても、新聞も

読めると分かって、すごくうれしかった」という好意的な反応もあった。	 
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2) Learning App 
	 このサイトはロシアのものだが、日本語の練習や文章がアップロードできて、自

分で作った問題も、他の先生方の問題も宿題として学生にやらせることができる。

また、読書の練習問題も作成できる。	 

	 

3. 日露翻訳の基本ルール 
	 当校で実際に学生に教えている、日露翻訳の基本ルールをここに挙げたい。	 

Ø 分かる単語を探しなさい。	 

Ø 分からない単語を辞書は先生に確認しなさい。	 
Ø 「は」「が」を探しなさい。	 
Ø 動詞を探しなさい。	 

Ø マトリョーシカ・システム（文末から翻訳する）を使いなさい。	 
Ø ロシア人はそう言うかどうか、自然できれいなロシア語で言って、確認し
なさい。	 

	 

4. 高校での作文の教え方 
	 日本人教師がロシア人学生の考え方が想像できるように、ここにロシアでの論文

指導方法について述べる。下記が典型的な論文構成である。	 

I. 序章	 

II. 読み物からの疑問点	 

III. 疑問点に対する考え	 

IV. 読み物の筆者の意見	 

V. 学生の意見（賛成・反対）	 

VI. その根拠（自身の経験など）	 

VII. 結論	 

	 

	 また、ロシア語の授業で習う作文の種類は下記の 3つである。	 

v ナレーション作文・物語	 
v デスクリプション作文	 

v 推論作文	 	 
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5. 当校の作文の教授法 
	 当校では、残念ながら、中学生も高校生も日本語の初級レベルなので、「ナレー

ション作文」と「ディスクリプション作文」しか書けないことが多い。しかし、

JLPT の N3 レベルになった時は、「推論作文」を書けるようになっている。	 
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3. Presentation 3 
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日本語の読解・翻訳授業の実践報告 
	 

アナスタシア	 リソビク	 

	 

１．辞書の使い方を教えなければならない。 
	 ２－３年生の時に再び細かいところまであらゆるタイプの辞書の使い方を教えな

ければならないと思われる。学生の大半は辞書の使い方を知らないと感じられる。

下記のような会話は日常茶飯事である。	 

	 	 

―先生、この単語は辞典にはないんですが。	 

―私の探し方をみてごらん。（同じ辞書でその単語を探して、見せる）	 

―えええ！	 

	 

２．具体的に読解の「道具」を与えることが必要である。 
	 生徒に読解の「道具」を与えるべきである。「頑張ってください」というのは不十

分だと考えらえる。つまり、具体的にどう読み進めればいいかを教えなければなら

ないと思われる。単語を見ても、文法が分かったつもりでも、意味が全く分からな

いというのは普通のことである。しかしながら、多くの生徒はわからなくても、

黙っていることが多い。分からないことは恥ずかしいことだと思っているようだ。	 

（添付資料「生徒のための指示書」参照）	 

	 

２．最初から「ちゃんとした」文法による翻訳方法を教えなければならない。 
	 翻訳はきれいなロシア語ではなくて、日本語の文法に合わせた翻訳を作らせると

いいと考えられる。	 

	 

３．読解中の漢字リストは教師が作成するべきである。 
	 生徒は読解活動として、ほとんどいつも漢字だけを確認しておいて、授業の時に

はじめてその意味について考える人が多いように思われる。そのようなことは、う

ちで考えさせる必要がある。それで教師は、	 

	 

1) まず、フリガナや単語リストのある教科書を選ぶ。	 
2) 授業直前でもかまわないので、事前に翻訳したものをメール、写真、メッセージ

アプリなどで送っておく（または、授業に持ってくる）ように強く言う。	 	 

以上	 
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（添付資料） 
Лисовик Анастасия  

Памятка для студентов.  
Как переводить японский текст  
 

1. Съешь слона по кусочку. Японское предложение надо разделить на 
части и переводить по кускам. Как?  Предложение  делят:  

• Запятые  
• Противительные и соединительные союзы  
• Серединные формы и て／で формы  
• То, что в кавычках и скобках, переводим потом отдельно.  Или,  

наоборот,   сначала, не важно. Главное – отдельно.  
 

2. Найти все は, が, も. Найти все подлежащие и все сказуемые. 
Постараться определить, что к чему относится. Если подлежащего 
совсем нет, помнить, что им может быть  

• Заголовок статьи   (Россия.  Находится…. Занимает…… Является…. 
и  т.д.) 

• Авторское «я»  
• Подлежащее может наследоваться из предыдущего предложения или 

даже абзаца.  
 

3. Если получается какая-то чушь, надо проверить значения слов в 
предложении, посмотреть, нет ли устоявшихся конструкций среди того, 
что никак не переводится.  Прочитать словарную статью.  Проверить, 
теми ли иероглифами написано слово, которые вы нашли в словаре 
или очень похожими.  

 
4. Точно осознать разницу между 行く人	 и 人が行く.   
5. Помнить, что  は  может быть и именительным падежом и 

подчеркивающей частицей. В любом случае, переводите は как «что 
касается» и сразу станет легче.  

6. Помнить, что в японском нет множественного и единственного числа в 
обычном понимании.  

7. Катакана может использоваться не только для заимствованных слов, 
но и  для  

• -названий животных, растений  
• - вместо курсива  

 
8.  Каждая часть предложения (а не предложение!) переводится с конца.  
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4. Presentation 4 
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JFL 読解における問題点解決のためのメタ認知能力の向上 
	 

サンクトペテルブルク国立大学	 文学部	 上級講師	 

宇賀持	 綾子	 

	 

1. はじめに 
	 言語学者であるアダムス（1990）は「読解というのは、言語の総合力が試される

もの」と言っている。しかし、日本語力が総合的に高いと思う学生でも、「読解」

に難がある学生は少なくない。	 

	 

2. 「読解」の定義と種類 
	 「読解」とは「文章を読み、その内容を理解する力」だと、「大辞林」には定義

されている。では、どんな読解素材が「内容を理解する力」を伸ばしてくれるのだ

ろうか。	 

	 読解教材は大きく分けて「論説文」と「小説」の二種類に分けられる（下條・坂

井 2014）。「小説」は文意を理解するのに、「解釈」が必要になってくるため、日

本文化などを教えるという意味では有効かもしれないが、日本語を正しく理解する

のが難しいと言える。それ故、ことばや表現の理解が内容に理解に直結する「論説

文」の方が日本語教育には適していると言える。	 

	 

3. 典型的な逸脱例 
1) 主観的に判断して、読み誤ってしまう 
	 ここでは、実際の逸脱例を 3種類に分けて紹介する。	 

	 一つ目の典型的な逸脱例は、文意を主観的に勝手に判断して、読み誤ってしまう

ということである。それ故、作者と考えが違う場合、文意が、内容が、全く理解で

きなくなることも考えられる。小山内・岡田（2010）も、外的思考が読解理解に影

響することを証明している。	 

	 実際例として、「異文化理解」という読み物に「作者が言いたかったことは？」

という設問があった。それに対して、「グローバル化の時代に異文化理解は大切」

と答えた学生がいた。しかし、文中には「グローバル化」とも「異文化理解は大切」

とも書いていなかった。この学生は、「異文化理解」というタイトルから、自身の

知識や経験に基づいて主観的に予測し、誤ってしまった典型例である。	 
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2) 質問の趣旨と見当違いの回答をしてしまう 
	 次の例は、質問の趣旨と見当違いの回答をしてしまう、という例である。実際例

として、「大学での出会い」という読解文に、「筆者にとって、そのことばが印象

深かったのはなぜか」という設問があった。それに対して、「これは何気ないこと

ばだけれど、筆者には響いた」と答えた学生がいた。この学生は、質問にあった

「印象深かった」という部分を見て、本文から、類似表現の「響いた」ということ

ばを探し当てて満足してしまったようだ。しかし、肝心の「なぜか」に対する答え

は書いていない。	 

	 

3) 余計な回答を書いてしまう 
	 次の例は、回答に余計なことや関係ないことを書いてしまうということである。

実際例として、2)と同じ読み物で「筆者は、大学院でシェイクスピアを勉強する人

が自分一人しかいなかったため、どうしたか」という設問があった。それに対する

実際の回答で、「同級生からシェイクスピアについての質問を多く受けるようにな

り、いい加減なことが言えないということで、猛勉強した。そして、29 歳の時に仙

台に戻った」だった。「猛勉強した」というところまでは正答なのだが、「仙台に

戻る」というところは余計な回答である。	 

	 

4) 文意がうまくまとめられない 
	 最後の逸脱例は、文意をまとめられないということである。例えば、「将来の夢」

という読み物に「30 年前の夢はどんなものだったか」という設問があった。それに

対して、ある学生は、本文を羅列しただけで、長文のまとまりのない回答をした。	 

	 

4. 問題の解決 
	 これらの読解の問題点を解決するためには、「メタ認知能力」を鍛えることが役

に立つのではないかと考えられる。	 

	 「読解におけるメタ認知能力」とは、私たちが文を読む時、内容を理解すること

だけではなく、自分が理解しているかどうか、わかることとそうでないことは何か、

など別のファクターを考えながら読んでいる。その能力のことを「読解でのメタ認

知」という（大河内 2001）。	 

	 メタ認知が読解を教えるにあたって必要だということは、多くの論文で証明され

ている（Bulware-Gooden 他 2007、Pressley 他 1998）	 
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5. メタ認知的ストラテジー 
1) 「文章の形態を正しく認知できているか」を認知する 
	 まず、「文章の形態を正しく認知できているか」を認知するストラテジーである。	 

つまり、読む文章のジャンルなどに応じ、どのように読んだらいいのか、どんな読

み方をしたほうがいいか、という知識である（秋田 2008）。それ故、私たち教師は

まず、読み物のジャンルに応じた読み方を指導する必要があると言えるだろう。	 

	 

1) 「文法的表現表現を正しく理解しているか」を認知する 
	 二つ目のストラテジーは、文法的表現を正しく理解しているか、を認知するスト

ラテジーである。語句や表現の理解は、文意の理解に直結している（下條・坂井

2014）。また、日本語母語話者が日本語学習者の作文で間違いだと判断したもので

は、ヴォイスの間違いが圧倒的に多いというデータもある（陳 2012）。そのため、

教師は文法表現、特にヴォイスやモダリティなどの動詞に付随する部分を意識的に

着目させ、文意を客観的に理解させる活動が必要だと思われる。	 

	 

2) 「文意をうまくまとめているか」を認知する 
	 最後に、文意をうまくまとめているかを認知するストラテジーも大切だと思われ

る。読解後には、作文などの文意の把握を確認させる指導は多いと思われるが、そ

の際、下記の３点を学生自ら確認させることが好ましいと考えられる。	 

	 一つ目は、引用文と意見文が区別されてかけているかのチェックである。例えば、

本文を引用するなら、「〜そうです」「〜と書いてある」などの表現が必要だし、

自分の意見なら、「〜と思う」などが必要である。その二つを混同していないかを

チェックさせるべきだと思われる。	 

	 二つ目は、情報の取捨選択ができているかのチェックである。つまり、論理に

沿った必要な情報だけが書かれているか、ということである。	 

	 三つ目は、日本語の主語が正しく選択されているか、つまり、日本語の優位性の

法則に則っているか、にも着目する必要があるだろう。「日本語の主語の優位性」

というのは、日本語では自分に近い人が主語になる傾向があるというものである。

主語をうまく選択し、統一させていくことは、文のまとまりを作るためのストラテ

ジーの一つになるのではと考えられる。	 

	 

6. おわりに 
	 読解では、文意を理解するために、言語の総合力が鍵となる。	 
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	 読解の逸脱例として、1)	 文意を主観的に判断して、読み誤る。2)	 見当違いな回

答をしてしまう。3)	 余計な回答をしてしまう。4)	 うまくまとめられない、という

ことが挙げられる。	 

	 言語の上達には、3つのメタ認知的ストラテジーが有効だと考えられる。一つ目

は、文章の形態を正しく認知できているかを認知させることである。二つ目は、文

法的表現を正しく理解しているかを認知させることである。三つ目は、文意をうま

くまとめているかを認知させることである。	 

	 それ故、教師は、読み物のジャンルに応じた読み方の指導、文法表現（特に動詞、

ヴォイス、モダリティ）を意識的に着目させ、文意を客観的に理解させる活動、生

産的なタスクでまとまりを確認させる活動をすることが求められるだろう。	 
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ディスカッションの概要 
	 

日露青年交流センター	 内田	 萌	 

	 

1. トークテーマの選定について 
	 このディスカッションでは、勉強会のテーマである「読解から作文へ」に関して、

日本人教師とロシア人教師のそれぞれの観点でディスカッションを行い、双方の読

解方法の理解を深め、より良い読解教授法を目指すものである。	 

	 トークテーマとしては、先の宇賀持綾子先生による、「JFL 読解における問題点解

決のためのメタ認知能力向上」のプレゼンテーションの内容から、「ロシア語母語

話者への日本語読解教授法について」と題し、以下のように小テーマを設定した。	 

1) ロシア人学習者の読解力は、ロシアの教育が関係しているのか。	 
2) ロシア語話者には、どう読解指導を展開していくべきか。	 

これらのテーマに際して、メタ認知ストラテジーの違いや母語干渉に注目して

ディスカッションを進めた。	 

	 

2. テーマ１：ロシア人学習者の読解力は、ロシアの教育が関係しているのか。 
	 まず、先に日本人教師側より提示された、ロシア人学習者の読解における問題点

を、下記のとおり記す。	 

1) 文章を学生自身の知識や経験から、主観的に判断し、読み誤ってしまう。	 

2) 質問の趣旨と検討違いの回答をしてしまう。	 
3) 余計なこと、関係ないことを書いてしまう。	 
4) 文章がうまくまとめられない。	 

これら４つの問題点が、ロシアの国語教育又は英語教育などが関係しているのか

について、日本の国語教育の特徴と比較しながらディスカッションを行った。下記

の表は、日本とロシアそれぞれの国語教育の特徴と、それらがどの問題点に関与し

ているのかをまとめたものある。	 

	 

日本の国語教育	 ロシアの国語教育	 

l 「答えは１つのみ」という回答方
法。	 

→基本的な考え方は１つ、とい

う教育方針。	 

l 「どう思いますか？」という質

l 本人の意見を求める。	 
→問題点 1)に関係する。	 

l 作文内容（構造）を考えるのが苦
手。	 

→日本語とロシア語では違う書
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問。	 

→本人の意見を求めていない。	 

→「試験の点数を取る」ために

回答する。	 

き方。	 

→問題点 2)に関係する。	 

l 英語（外国語）教育でも、ロシア
人教師がほとんど。	 

→ロシアの国語教育の特徴が、

他の外国語教育にも影響してい

る。	 

l 学生には、学術的・専門的な回答

をしたいという心理がある。	 

→問題点 3)に関係。	 

→教師が抑えすぎると、学習者

のストレスが溜まるかもしれな

い。	 

	 

この表から、日本とロシアの国語教育において最も大きな違いは、回答に本人の

意見を求めるか否か、ということが分かる。日本の国語教育では、答えは１つとい

うのが大前提であり、本文から探すものであるとするのが主な回答方法である。こ

れに対してロシアでは、英語教育でもロシア人教師がほぼ行うことから、他の外国

語教育にもロシアの国語教育の方法が影響する傾向があり、これは日本語教育につ

いても例外ではない。このことから、ロシア人学習者の読解方法及び回答方法は、

ロシアの情操教育が大いに関係していると考えられる。	 

	 

3. テーマ２：ロシア語話者には、どう読解指導を展開していくべきか。 
	 ここでは、テーマ１で触れられた、日本とロシア双方の国語教育の違いを踏まえ

て、教師はロシア人学習者にどう読解授業をすべきか、アイデアを出し合った。	 

まず、テーマ１の内容で挙がった「日本語とロシア語では作文の書き方が違うた

め、ロシア人学習者は内容や構造を考えるのが苦手である」という点から、日本語

で「書く」ことに慣れさせてから、「読む」という教室活動が良いのではないか、と

いう意見が出た。これは、論文の構造を学習者が体感することで、読解方法を理解

しやすくすることが主な目的である。また、良い作文とは、やさしい言葉を使い、

辞書ではなく自分の言葉で書き、モダリティが正しく使われているものである、と

いう指針についても触れられた。	 

次に、おすすめの教材として、「総まとめシリーズ」や「完全マスター」などと

いった日本語能力試験対策教材が挙げられた。これは、毎年最新版が発行されるの
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で、新しい内容の教材が多く、また、学習者のレベルに合わせて、短文での利用が

可能であることが主な理由である。	 

最後に、質問内容を理解するために、ストラテジーを教えたり、読解内容の「理

解」と、生産的タスクのような「発展」の活動を分ける授業を作ったり、といった

意見も上がった。	 

	 

4. 講評 
	 今回、活発なディスカッションを通して、日本とロシアの国語教育に焦点を当て、

それぞれの特徴を理解することで、具体的な読解指導方法を共有することができた。

読解活動は、教師側にとっても、学習者側にとっても難しいと言われている。しか

し今回の議論で、明らかになったことを踏まえ、各々が実践していくことで、より

効果的な方法論が確立されることを期待する。	 
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6. Workshop 
(handout) 
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ワークショップ 
 

「異文化理解」のテキストを使って、 

メタ認知的ストラテジーを意識したタスクを考えましょう。 

 

1) 「文章の形態を正しく認知できているか」 

→ 読み物のジャンルに応じた読み方を指導するためのタスクを考えましょう。 

 

 

 

 

 

2) 「文法的表現を正しく理解しているか」 

→ 文法表現（特に動詞部分、ヴォイスやモダリティなど）を意識的に着目

させ、文意を客観的に理解させる質問文を考えましょう。 

  また、その質問の模範解答も書きましょう。 

1 質問： 

答え： 

 

2 質問： 

答え： 

 

3 質問： 

答え： 

 

 

3) 「文意をうまくまとめているか」 

→ どんな言い換えタスク・作文タスクがいいでしょうか。グループで考え

ましょう。 
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7. Participant list 
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（五十音順） 

1. 荒川 好子 

2. 魚田 祥子 

3. 宇賀持 綾子 

4. ウズン・オリガ 

5. 内田 萌 

6. 大橋 幸博 

7. 大平 玲子 

8. オシキナ・アンナ 

9. ザツェパ・エフゲーニー 

10. ジューラ・ナジェージュダ 

11. 武内 丈太朗 

12. ヴァシリェンコ・ナタリヤ 

13. パノヴァ・リュドミラ 

14. 林 由貴 

15. ボリソヴァ・アナスタシヤ 

16. 山下 篤美 

17. リソヴィク・アナスタシヤ 
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